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分娩前の乳汁性状検査による乳房炎診断技術の有効性

岸本勇気、山形典彦
要約
分娩前乳汁性状検査による乳房炎診断技術の有効性について検証した。ホルスタイン種乾乳牛 13
頭、50 分房を用い、分娩予定 10 日前の乳汁(以下「分娩前乳汁」とする)の性状を粘性有、初乳様、
水様性の 3 種類に分類し CMT 変法検査を実施した。分娩後 10 日間は、搾乳前の乳汁検査で乳房炎の症
状を示した場合には CMT 変法検査を実施し乳房炎を診断した。分娩後 10 日間に乳房炎を発症した分房
は、分娩前乳汁性状が粘性有で 0/17(0%)、初乳様で 4/26(15.3%)、水様性で 2/7(28.6%)であった。
分娩前乳汁性状は、粘性有であれば治療の必要が低いと思われた。しかし、水様性及び初乳様で罹
患歴がある分房は、CMT 変法検査結果にかかわらず率先した治療を行う必要があると思われた。また、
罹患歴のない分房については CMT 変法検査により陽性反応を示した分房の治療を行う必要があると思
われた。
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患歴の有無が分娩後の乳房炎を発症に影響を与
えていると考えられた。板垣ら
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によると、前

乳期の乳房炎が完治しないまま乾乳期中または
分娩後に再発していることが原因であるとして
おり、乾乳前の乳房炎の治療方法の見直しが必
要であると思われた。
乾乳前の SCC と乳房炎発症割合は、SCC が 30
千個/ml 以下で乳房炎発症が認められなく。31
千個/ml 以上で乳房炎の発症が認められた。齋
藤ら
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は、「乾乳前 SCC」と分娩前乳汁の Brix

値を調査したところ、分娩前乳汁の「最低 Brix
値」が 25％以上であった牛の「乾乳前 SCC」は
35 千個/ml 以下に偏在した。このことから、
「乾
乳前 SCC」は分娩後の乳房炎予察に利用できる
可能性があるとしている。当試験も同様の傾向
を示しており、乾乳前の SCC が分娩後の乳房炎
予察に利用できる可能性があると考えられた。
以上のことから、分娩前乳汁検査による分娩
前の乳房炎診断は、乳汁性状が粘性有であれば
治療の必要が低いと思われた。水様性について
は、CMT 変法検査結果にかかわらず、率先した
治療を行う必要があると考えられ、初乳様は罹
患歴の有無、乾乳前 SCC、CMT 変法検査結果等を
加味し治療を実施する必要があると考えられた。
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